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映像・音響・照明機材

料金(税込) 仕様・寸法 設置場所

置き型プロジェクター 1台 ¥108,000 30,000lm　300インチ用　【Panasonic PT-RZ31KJ】 【ホール】全スパン利用

置き型プロジェクター 1台 ¥64,800 12,000lm　200インチ用　【Panasonic PT-RZ12KJ】 【ホール】各室

天吊型プロジェクター 1台 ¥54,000 8,500lm　120インチ用　【Panasonic PT-DZ870K】 【カンファレンスA3・B2】

移動型プロジェクター 1台 ¥27,000 6,000lm　【Panasonic PT-RZ660JB】 【共通】

スクリーン（電動・備付け） 1枚 300インチ 【ホール】全スパン利用

スクリーン（電動・備付け） 1枚 200インチ 【ホール】各室

スクリーン（電動・備付け） 1枚 120インチ 【カンファレンスA3・B2】

スクリーン（電動・備付け） 1枚 100インチ 【カンファレンスA・B】各室

スクリーン（移動式） 1枚 ¥2,160 100インチ 【共通】

液晶ディスプレイ（移動式) 1台 ¥12,960 65インチ 【共通】

ホール　AVラック　(音響・照明) 1式 ¥16,200 【ホール】

ホール　AVラック　(音響・照明・映像) 1式 ¥32,400 【ホール】

カンファレンス　AVラック　(音響） 1式 ¥10,800 【カンファレンスA・B】

カンファレンス　AVラック　(音響・映像) 1式 ¥21,600 【カンファレンスA・B】

ワイヤレスマイク 1本 ¥2,160 デジタルWS帯 ハンド・ピン　（最大10本） 【ホール】

ワイヤレスマイク 1本 ¥2,160 デジタルB帯 ハンド　（最大4本） 【カンファレンスA・B】

有線マイク 1本 ¥1,620 ダイナミック型ハンドマイク 【共通】

有線マイク 1本 ¥1,620 グースネックマイク 【共通】

マイクスタンド（床上型／卓上型） 1台 マイクのご利用に含む 【共通】

ワイヤレス会議システム beyerdynamic第5世代　【QUINTA】

コントローラー 1台 ¥21,600 【共通】

専用マイク 1本 ¥2,160 5GHz帯　議長用1本、参加者用9本、ハンドマイク4本 【共通】

ホワイエ　音響システム 1式 ¥16,200 ワイヤレスマイク×2・CD/MDプレーヤー・アンプ・スピーカー 【ホワイエ】

CDプレーヤー 1台 ¥3,240 TASCAM　CD-500B 【ホール】【カンファレンスA・B】

ブルーレイ・プレーヤー 1台 ¥3,240 TASCAM　BD-01U 【ホール】【カンファレンスA・B】

演出照明A 1式 ¥10,800 パーライト500W　6灯セット　(調整費別) 【ホール】

演出照明B 1式 ¥16,200 パーライト500W　12灯セット　(調整費別) 【ホール】

演出照明追加 1灯 ¥1,080 パーライト追加1灯あたり　(調整費別) 【ホール】

クリアカム 1式 ¥16,200 子機8台セット 【ホール】

中継回線 1式 ¥10,800 1回線あたり 【ホール】【カンファレンスA・B】

什器・備品

料金(税込)

両面ホワイトボード 1台 ¥2,160

演台（大） 1台 ¥3,240

演台（小） 1台 ¥2,160

司会者台 1台 ¥2,160

花台 1台 ¥1,080

ステージ（大） 1台 ¥2,700

ステージ（小） 1台 ¥2,700

ステージステップ 1台

ステージスカート 1式

インフォメーションボード 1台 ¥1,080

サインボード 1台 ¥1,080

イーゼル 1台 ¥1,080

めくり台 1台 ¥1,080

ベルトリールパーティション 1台 ¥540

1連パネル 1枚 ¥1,620

2連パネル 1セット ¥2,700

レーザーポインター 1本 ¥1,080

指示棒 1本 ¥216

呼び鈴 1個 ¥216

ストップウォッチ 1個 ¥216

W220-1150

W25*D116*H17　45g

W1200*D2400*H200/400　2段式

ステージのご利用に含む
2段／1段

H600／400／200用

W495*D445*H1400

W380*H1540　A3用紙差し込み

W670*D510*H1680　板面W600*H900

W530*D530*H1500　用紙なし

φ300*H840

W900*H1800　キャスター付

W900+1230*D430*H1800　キャスター付

W1200*D2400*H400/600　2段式

商品名

室料に含む

商品名 仕様・寸法

本体W1915*D628*H1800　板面有効寸法W1760*H865

W1200*D480*H1060

W900*D480*H1060

W500*D400*H1100

W450*D450*H700

マルチフォーマットAVミキサー・PC4入力フルHD1080/60p
CD/MDプレーヤー・DMX調光卓

マルチフォーマットAVミキサー・PC4入力フルHD1080/60p
CD/MDプレーヤー
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什器・備品

料金(税抜)

名札たて（L型・中） 1個 ¥108

名札たて（L型・大） １個 ¥216

表彰盆 1枚 ¥1,080

名刺盆 1枚 ¥540

コートスタンド（ハンガー25本付） 1台 ¥1,080

クローク札 1セット ¥540

傘たて 1台 ¥540

姿見 1台 ¥1,080

水差し 1セット ¥540

会議机 1台

椅子（スタッキングチェア） 1台

開催支援サービス

料金(税込) 仕様等 備考

技術要員立会料 1人 ¥43,200 催事前の、映像/音響/照明等の設営・調整・操作説明等 映像・音響機器使用時必須

技術設置調整 1人 ¥32,400 催事前の、映像/音響/照明等の設営・調整 演出照明使用時必須

技術オペレーター 1人 ¥54,000 催事中の、映像/音響/照明等のオペレーションスタッフ

技術サブオペレーター 1人 ¥43,200 催事中の、映像/音響/照明等のオペレーションスタッフ

技術スタッフ　深夜・早朝終業時諸経費 1人 ¥12,960 深夜23:00以降終業/早朝7:00以前始業の場合

施設スタッフ　深夜・早朝立会い人件費 1人 ¥16,200 深夜23:00以降終業/早朝7:00以前始業の場合

ワイヤレスマイク 1本 ¥2,160 2.4GHz帯 ハンド・ピン・フレキシブル　（最大10本） 送受信機込み

ワイヤレスマイク 1本 ¥10,800 1.2GHz帯　ハンド・ピン 送受信機込み

手元灯 1台 ¥1,080

ローパーテーション 1枚 ¥2,160 W1200*H1195 オペ卓隠し用

ペットボトル（大） 1本 ¥150 ミネラルウォーター600ml/アサヒ十六茶630ml

ペットボトル（小） 1本 ¥130 ミネラルウォーター350ml/アサヒ十六茶275ml

ペットボトル　先付 1本 ¥50 催事前の各席設置費用

湯茶セット（10杯セット） 1セット ¥1,620 急須・湯呑・茶葉（ティーバッグ）・ポット

プラカップ 1セット ¥108 10個／1セット

グラス 1個 ¥108 コースター付

おしぼり 1本 ¥108

モノクロコピー／出力 1枚 ¥21 外部メディアによるデータの受け渡しは不可

カラーコピー／出力 1枚 ¥86 外部メディアによるデータの受け渡しは不可

白布 1枚 ¥1,296 クロス巻き含む

記名マット 1枚 ¥1,080 420*297

デジタル時計 1個 ¥540 200*150（文字盤サイズ165*95）

事前荷物預かり 1個／日 ¥540 当日・前日3個まで無料、前日4個目～

■利用料金は今後改定することがございます。あらかじめご了承ください。

■料金は1日単位のご利用となります。

■「AVラック」は音響/映像/ホール照明の操作に必須となります。

■インターネットは有線でのご案内（無料）となります。ケーブル等はお持込みください。尚、ルーターをお持込みの場合は必ず事前にご相談ください。

■機材等のお持込につきましては、事前にご相談ください。

■その他、下記サービスにつきましては別途ご相談をお受けいたします。お気軽にご相談ください。

同時通訳／音響・照明・映像技術／設営転換／装花／看板その他製作物／追加電源工事／Wi-Fi設置工事 等

商品名

W300*H100

W547*D384*H52　木製漆塗り金縁なし

W240*D170*H20　木製漆塗り金縁なし

W1200*D525*H1700

50枚1セット

W750*D295*H490

W370*D435*H1525

650cc　グラスセット

室料に含む
W1800*D450*H700

W535*D490*H770（SH430）

商品名

W200*H76

仕様・寸法


